
11）はじめに
近年、マイクロ・エレクトロ・メカニカル・シス

テム MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）

技術を分析化学、分子生物学、医療、化学工業など

の分野に応用する研究が活発に行われ、マイクロ化

学分析システム μ-TAS（Micro Total Analysis

System）あるいはLab-on-a-chipという新しい分野が

形成されている。これは、半導体微細加工技術によ

り製作される流路・ポンプ・バルブなどの流体制御

素子と、分析のための検出部、センサ、エレクトロ

ニクスとを集積化した化学分析システムである。化

学、バイオ、医療分野の分析において、試料の前処

理から試薬との混合、化学反応、検出など必要とさ

れるすべての機能をワンチップに集積化し、各工程

を一貫処理することがその基本的な概念である。こ

のようなシステムは、従来のバイオ・化学分析装置

に比べて（1）小型・低価格、（2）試料や試薬の微量

化によるランニングコストや環境への負荷の低減、

（3）化学反応場の局所化による分析時間の短縮、な

どの特長を有する。さらに小型化およびマイクロセ

ンサや信号処理回路との集積化を通じ，並列処理に

よる高スループット分析、ベッドサイドにおける臨

床検査、オンサイト環境モニタリングなど新しい利

用形態をも可能にするものと考えられる。マイクロ

TAS分野の技術開発は日進月歩であり，シリコンの

他，ガラス，高分子などの材料，マイクロからナノ

メートルの加工技術を基盤として、電気泳動、DNA

チップ、クロマトグラフ、フローインジェクション、

生化学分析、蛋白質分析・細胞分析などを始めとす

る、広範囲のバイオ・化学分析技術への応用が研究

されている。特に小型化、並列処理、機能の集積化

というマイクロTASの特長を生かすことができる分

野への応用、あるいは新しい分野の開拓を目指して

研究が行われている。

本節では科学論文データベース（Science Web）

によるキーワード検索及びバイオエレクトロニクス

分野の主要な国際会議であるμTAS（micro total

analysis system）への投稿論文数などにより、研究

動向をまとめた。1990年以降に出版された論文の中

で、題名、アブストラクト、キーワードの中にμ

TAS及び Lab-on-a-chip、電気泳動チップ、DNAチ

ップ、DNAマイクロアレイを含む論文を抽出し年代

別にまとめ、その動向を調べた。また、本分野の将

来へ向けた研究動向として、ナノテクノロジーを利

用したバイオデバイスについて特に最近の論文数の

動向を調べた。

22）研究動向
μ-TASの初期の研究として、1979年に報告された

スタンフォード大学のガスクロマトグラフの例があ

る。シリコン基板に、試料注入バルブ、分離カラム

及び熱伝導検出器を一体化したものである。この技

術は小型のガスボンベとともにシステム化され、可

搬型のガスクロマトグラフとして製品化された。そ

の後、1990年にDr. Manzによりμ-TASの概念が提

唱され、液体クロマトグラフの分離カラムと電気伝

導度検出器を集積化したチップが報告された。1)当時、

技術的に成熟期を迎えていたマイクロマシーニング

技術は応用分野を模索中であり、化学、バイオ分野

への応用の道が示されると、多くの研究者がμ-TAS

分野に流れ込み、μ-TASの研究が急速に広まった。

図1にμ-TAS及びLab-on-a-chip分野における論文数

の推移を示す。1990年の提案以来、論文数が増加し

ており研究が活発化してきている様子がうかがえ

る。初期のμ-TAS分野の研究は、マイクロポンプ、

バルブなど可動部分を有する流体制御素子に関する

論文が多かった。しかし、これらのデバイスは構造

が複雑であり実用化のためには耐圧、長期安定性な

ど克服すべき技術課題があった。このため可動部分

を含まない電気泳動チップやDNAチップ／マイクロ
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アレイが最初に実用化された。

図２に電気泳動チップの論文数の推移を示す。μ-

TASの提案と同時に論文が報告され始め、2000年以

降急激に論文数が増加している。これはヒトゲノム

プロジェクトの進展により、高スループットDNA解

析のニーズが高まったためと考えられる。図３及び

図４にDNAマイクロアレイ及びDNAチップの論文

数の推移を示す。いずれの場合も2000年前後から論

文数が急激に増加している。この頃DNAマイクロア

レイ及びDNAチップの技術がほぼ確立され、発現解

析を中心に遺伝子機能を明らかにする研究が活発に

行われ、現在も続いている。初期の頃はDNAマイク

ロアレイの作成方法、データ処理方法などに関する

論文が多かったが、最近では疾病関連遺伝子の探索、

特定遺伝子の発現解析など応用研究に関する論文が

多くなり、DNAマイクロアレイ／DNAチップが必

須のツールとして使用されている。

μ-TAS及びLab-on-a-chip分野の研究は1990年代か

ら2000年初めにかけて欧米を中心に進められてき

た。特に米国では基礎研究から応用研究、産業化ま

で幅広く行われ、様々な原理の要素デバイスが提案

され、そのうちのいくつかが実用化された。中でも

電気泳動チップ、DNAチップ／マイクロアレイはヒ

トゲノムプロジェクト、遺伝子機能解析の進展に伴

い活発に研究が行われ、現在では遺伝子機能解析、

創薬、臨床研究などの分野で不可欠のツールとなっ

ている。

わが国では最近になってμ-TAS及びLab-on-a-chip

分野への取り組みが組織的に行われ、NEDO「マイ

クロ分析・生産システムプロジェクト」、「先進ナノ
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図２　電気泳動チップに関する論文数の推移

図１　μ-TAS 及び Lab-on-a-chip分野の論文数の推移

図４　DNAチップに関する論文数の推移

図３　DNAマイクロアレイに関する論文数の推移



バイオデバイスプロジェクト」などの競争的資金に

よりこの分野の研究が加速されている。図５に最近

２年間のμTAS国際会議における国別の採択論文数

を示す。2) , 3)2003年は奈良、2004年はスウェーデンの

マルメで開催された。最近２年間の日本からの論文

数が急激に伸び、2004年に初めて米国を抜いてトッ

プとなった。また、韓国、台湾などアジアの国々か

らの論文数が伸びている点は特筆すべきである。

最近の発表の傾向として、遺伝子から蛋白質、さ

らには細胞解析へと対象が移ってきている。また、

デバイスの性能はより実使用環境に近い状態で評価

され、実用を念頭においた発表も多く報告されてい

る。一方、ナノテクノロジーの活用も進められてお

り、分子計測、微小液滴の動作制御などは新しい動

向として注目される。

33）今後の動向
生物はマイクロメーターサイズの細胞から構成さ

れており、細胞は蛋白質、脂質、核酸などナノメー

ターサイズの構造の集合体である。生物を対象とし

て材料の構造・形態、化学的性質をナノメーターレ

ベルで制御して、目的機能の発現や生体分子の高感

度計測に関する研究が活発に行われている。表面・

界面の機能とナノ構造を制御することにより、生体

分子の持つ反応特異性、分子認識と微細加工技術を

組み合わせて、生体分子の高感度検出技術が開発さ

れている。特にナノ加工技術・デバイスを用いた生

体分子の高感度計測技術が今後の動向として注目さ

れる。生体分子に特有の物性とナノ構造の特性をう

まく組み合わせて、主にDNAや蛋白質を高感度に計

測する技術について調べた。特徴的なナノ構造とし

て、柱（ナノピラー）、細孔（ナノポア）、梁（カン

チレバー）、間隙（ナノギャップ）、薄膜（電界効果）、

細線などが開発され、生体分子の反応特異性、高次

構造、電荷、塩基配列などとの相互作用が研究され

ている。

図６にナノテクノロジーを用いた生体分子計測技

術の論文数の推移を示す。

基板上に形成されたマイクロからナノメーターサ

イズのアスペクト比の大きい柱状構造体をナノピラ

ーといい、主に電気泳動や液体クロマトグラフなど

の分離分析技術に応用されている。マイクロメータ

ーサイズの流路（μfluidics）中にナノピラーを集積
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図５　μ-TAS 国際会議における国別論文数
図６　ナノテクノロジーを用いた生体分子計測デバイスの論文

数の推移



化して敷き詰め、生体分子を通過させると、生体分

子はその大きさにより篩い分けられる。すなわち、

小さい生体分子は速く移動することができ、大きい

分子はナノピラーの立体的障害効果により移動速度

が遅くなる。ナノピラーの“分子ふるい”効果の結

果、試料中の生体分子はその大きさにより空間的に

分離される。ナノピラーは従来の高分子マトリック

スなどの分離媒体を必要としない点が特徴であり、

長鎖DNAの電気泳動分離などに応用されている。

ナノメーターサイズの開口を持つ貫通孔（ナノポ

ア）を薄膜に形成して二つのチャンバーを仕切り、各

チャンバーに設置した電極間に電圧を印加してナノポ

アを通過する生体分子を電流値の変化として測定す

る。4)薄膜材料にリン脂質二重膜を用い、蛋白質である

α-Hemolysin（α-HL）の自己組織化を利用してナノ

ポアを形成すると、開口部の直径1.8nm、長さ５nmの

チャネル（ナノポア）が形成される。DNA分子がナ

ノポアを通過すると、ナノポアを流れる電流がブロッ

クされ、電流値が急激に減少する。DNA分子の通過

が終了すると、再びナノポアを流れる電流値が上昇し

元の値に戻る。電流値の大きさと、電流が減少する時

間を解析することにより、DNA分子とナノポアの相

互作用、DNA分子の形状（二次構造、長さ、塩基配

列）などの情報を取得することができる。

シリコン微細加工技術を利用して梁の厚さをマイ

クロメーターからナノメーターレベルまで薄くし、

表面にかかる応力に対して敏感にたわむカンチレバ

ー（片持ち梁）が開発されている。5)カンチレバー材

料としてはシリコンや窒化シリコン（SiN）が主に

用いられる。カンチレバーの自由端表面に生体関連

物質を固定化し、ターゲット分子との複合体形成に

よるカンチレバーのたわみを光偏向方式で検出す

る。固定化する生体物質としては一本鎖DNAや蛋白

質などが用いられ、相補的DNAとのハイブリダイゼ

ーションや抗原―抗体反応などの特異的反応を利用

して生体分子の高感度検出に用いられている。

ナノメーターサイズの微小間隙を介して１対の導

電性電極が製作され、このナノギャップ電極間に生

体分子をトラップして、高感度生体分子計測が行わ

れている。ポリシリコンを材料として50nmの間隙の

ナノギャップ電極を作製し、ナノギャップ中に捕捉

したDNA分子の解析が行われている。6)チミンまたは

グアニンのみからなる35塩基の一本鎖DNA（poly T

またはpoly G）をナノギャップ電極表面に固定化し、

電極間容量を測定した結果、電極間容量は相補的な

DNAとのハイブリダイゼーションにより70％変化す

ることがわかった。これは比較的フレキシブルな１

本鎖DNAがハイブリダイゼーションにより二重らせ

ん構造となり、実効的な長さや誘電緩和特性が変化

するためである。

ナノチューブやナノワイヤーを生体分子の高感度

検出に用いる研究が行われている。カーボンナノチ

ューブをチャネルとするバックゲート型電界効果ト

ランジスタを製作し、生体分子の特異的結合の検出

が試みられている。7) カーボンナノチューブの側面

をポリエチレングリコール（PEG）などの高分子薄

膜（＜10nm）でコーティングし、その表面にビオチ

ンを固定化してストレプトアビジンとの反応による

電気特性の変化を調べた。カーボンナノチューブに

ビオチンを固定化し、ストレプトアビジンと反応さ

せると、負のゲート電圧の領域で電流値が極端に減

少した。またSiナノワイヤーを用いた生体分子の検

出も報告されている。6)SiO2/Si基板上に、ボロンドー

プ、単結晶Siナノワイヤーを形成し、両端に金属電

極を接続してSi基板をバックゲートとする電界効果

トランジスタ構造を製作した。Siナノワイヤー表面

をアミノシランで処理してさまざまな生体分子を固

定化し、生体分子の特異的結合によるSiナノワイヤ

ーの導電性の変化が調べられている。

上記の各デバイスともに2003年ごろから論文数が

伸び、特にナノチューブとナノポアを用いた生体分

子計測に関する論文数の伸びが著しい。これらの技

術は生体分子の高感度計測、一分子計測、局所計測

に有効であるため、新たな知見が得られる可能性が

あり、今後の動向が注目されている。

μTAS及びLab-on-a-chip技術は小型の生体分子検

出技術の実現に有効であるため、可搬型の臨床検査

システムの開発が期待されている。これらのシステ

ムとインターネット技術あるいはワイヤレス通信技

術と組み合わせて、遠隔医療や在宅医療の概念が提

唱され、いくつかの地域でモデル運用が試みられて

いる。旧厚生省の科学研究補助金による情報化技術

開発研究事業の中に遠隔医療研究班が設置され、

1998年時点で遠隔医療の実施例がまとめられた。遠

隔医療として実施されている例の分野ごとの内訳を

図7に示す。8)
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1998年時点でのまとめであるので、情報通信技術

の進歩を考えればやや古いとはいえるが、総数229

件と多数のデータが収録されており、通信技術に比

して、医療項目にはあまり劇的な変化はないと考え

られるので、どのような分野で遠隔医療が利用され

ているのかの傾向を把握するには有用である。収録

事例229件のうち、病理診断が29件、放射線画像が97

件、在宅ケアが40件、眼科領域６件、歯科領域３件、

医用画像一般44件、その他10件となっている。この

うち、在宅ケアを除く大半が医療機関相互の画像情

報交換によるものである。在宅医療の分野の場合、

通信は医療機関と個人宅、あるいは医療機関と老人

ホーム等の間でやりとりされる。患者側からの送信

は訪問看護の看護師が行う場合、本人が行う場合、

モニターから自動的に送信される場合などがある。

在宅医療の場合、画像以外にも各種の生体情報が

採取されている。採取される生体情報には、体温、

脈拍、血圧、心電図、体重、呼吸、気道内圧、酸素

飽和度、（胎児を含む）心拍数などがある。在宅治

療の対象となる人には、老齢者、終末期医療の患者、

脳卒中や心筋梗塞後のリハビリテーション患者、慢

性腎不全の透析患者、妊婦などがある。画像伝送で

はテレビ電話による問診やリハビリテーション指導

の他、カテーテルの状態のモニタリング、透析液の

観察などに用いられている。

高齢化社会において増大する医療ニーズに対応す

るため、在宅医療は今後ますます重要になると考え

られる。現状ではまだ普及しているとはいえず、問

題点が抽出され、解決策が検討されている。採取す

る生体情報の項目数を広げ、診断に有用な情報を迅

速に提供し、使いやすい検査システムを開発するた

めに、μTAS及びLab-on-a-chip技術はキーになると

考えられる。

44）まとめ
ヒトゲノムプロジェクトによるヒトゲノムの全塩

基配列解読、リソグラフィー技術や自己組織化によ

る微細化技術の極限追求、ナノチューブ・ナノワイ

ヤを用いた分子操作技術の開発など、ナノメーター

サイズ、分子レベルを扱うことができる新たな技術

の動きが急速に展開しつつあり、既存の学問分野の

枠を超えて科学技術の融合が加速されている。μ

TAS及びLab-on-a-chipに代表されるバイオエレクト

ロニクス技術は、様々な分野に適用されてその有効

性が検証され、また一方では技術が淘汰されている。

また、ナノバイオ融合領域はまだ端緒についたばか

りであるが、21世紀の医療・創薬分野における新た

なブレークスルー技術の開発が期待されており、今

後の動向が注目されている。
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図７　実施されている遠隔医療分野の内訳
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